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第 1933 回 平成 28 年 6 月 23 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊クラブ協議会―年間活動報告
＊100 万ドル
例会終了後次年度プログラム委員会

第 1932 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 藤本範行君
皆さんこんにちは。先週、
ロータリーに関するクイズ問
題を出しまして、出席者全員
にお答えいただきました。有
難うございました。提出して
いただきました回答用紙を見
て、私が分析しました結果を
発表します。
問１から問５までは、ロー
タリーの基本についての質問でしたから、ほとんどの方
が正解でした。問 2 のロータリーの創始者？と問 4 のロ
ータリーの三大義務？について若干 1 名間違っておられ
ました。その次に正解率の高かったのが、問 9 の PETS に
ついて。その次に正解率が 7 割を超えたのが、問 6 の喫煙
について？と問 11 のポール・ハリス・フェローの認証に
ついて？でした。正解率約 5 割だったのが、問 7 の規定審
議会の開催年？と問 8 の SAA の最後の A の単語？問 13 の
国際ロータリーの総数と会員数？についてでした。問 10
から最後の問 15 までは数に関する難問だったので、問 11
以外は正解率が 4 割を下回りました。最も正解数が低か
ったのは問 10 と問 15 です。『ロータリーの友』の定価

2730 地区ガバナー

野中 玄雄

中部分区ガバナー補佐
橋口 正樹
RI テーマ 『世界へのプレゼントになろう』
第 2730 地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』
高鍋ロータリークラブテーマ
『創立 40 周年へのプレゼントになろう』
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦月間
次週例会案内；6 月 30 日（1934 回）
＊夜間例会（最終例会）18：30～ 場所＝ホテル泉屋
＊親睦会（慰労会及び新年度親睦会）
19：00～ 場所＝花いちもんめ
については、200 円よりも高いと思っておられる方が多か
ったようです。最後の問 15 の 2730 地区の会員数とその
増減については、多くの方が会員数については知ってお
られたのですが、「やや減少」していると判断されたよう
です。今年度、わが 2730 地区では、嬉しいことに「やや
増加」しています。
個人的には、岡島君と木村君が最高得点を獲得されま
した。岡島君が間違われていたのは、問 14 の日本のロー
タリーの地区数と九州の地区数？についてのみでした。
木村君は、問 15 についてのみ不正解でした。お二人とも
よく勉強されています。大変ご立派です。
15 問中 14 問正解の最高得点のお二人には、私から会長賞
としてバラの花束を後で差し上げたいと思います。奥様
にどうぞ！プレゼントしてください。次に優良だったの
が、井上君・橋口君・高橋君で、12 問正解でした。11 問
正解が緒方君・木浦君の二人です。以上の方は点数に換算
すると 70 点以上となりますから、優秀賞として健康茶・
ルイボステイーを差し上げます。10 問正解の方も沢山お
られましたが、商品が無くてごめんなさい。
さて先週お知らせしましたように、明日 6 月 17 日は、
わが高鍋ロータリークラブの創立記念日です。本日はそ
の前日なので、RC から長谷川君にお願いしまして、記念
に紅白饅頭を作っていただきました。ケースに付けてあ
るお祝いの熨斗（のし）紙は、長濱君に相談しましたら、
無料で立派なのを作ってくださいました。

彼は議会で欠席なので、
せっかくの記念品を渡すことが
出来なくて申し訳ないです。皆さんはどうぞお帰りにな
ってご家族で召し上がってください。今日は、時間もあり
ませんが、創立当時の様子を大先輩の茂木君に語ってい
ただきます。茂木君には、今朝電話でお願いしましたが、
快くお引き受けして頂きまして感謝しています。それで
は先生よろしくお願いします。
《茂木君の設立当時のお話》
茂木先生、
参考になる設立当時の貴重なお話をしてくだ
さいまして、ありがとうございました。

茂木 晃君

ＳＡＡ

■幹事報告
＜文書案内＞
＊地区研修協議会内容の訂正
について
＊第 3 期 RLI－2730 パートⅢ
の開催延期について
（日程未定・後日案内）
＊宮崎県北部・中部分区
ライラ報告書

■ＢＯＸ披露

岡島達雄君

幹事 中武泰一郎君

親睦活動委員会 岩切洋君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

藤本範行君 現・次期中部分区
会長幹事会に 5 人で出席してき
ました。皆さんありがとうござ
いました。
茂木晃君 創立記念日を祝して

■出席報告

出席副委員長 向山健一君

出席状況（6/16）
会
員
数
44 名
出席会員数
33 名
ホーム出席率
75.00％
前々回修正出席率 93.18％

クラブ協議会（年間活動報告）
○ＳＡＡ
正ＳＡＡ 岡島達雄君
副ＳＡＡ 青木善明君
副ＳＡＡ 高橋泰朗君
計画書通り概ね進行したものと思
いますが、気になる 4 点のみお伝え
します。
◎人数 精神的にも体力的にも時間
的にも激務であった。しかし学ぶことも多かった．赤本
には会員の 1 割程度とある。
今より会員数が少ないとき
も 4 人体制の時があった。現在 3 名。
◎例会時の配席 クラブ協議会の前や当日は委員会別、
月初めには誕生月別や結婚月別もよい。
それ以外は自由
席が良い。配席を決める時点で出席者の把握が難しい。
配席決定後も例会開始直前まで欠席者が出て、
当初の意
図が全うできない。
◎スピーチの時間管理 幹事の用意してくれた分単位の
タイムテーブルに沿い、
発言者にスピーチの時間を告げ
る。サインも送る。守ってくれない。これについてよい
例がある。
◎ピアノ演奏 例年どおり好評であった。

○クラブ管理運営委員会

部門長 橋口清和君

プログラム委員会：長谷川委員長
40 周年に向けての活動方針通り、
充実したプログラムで例会運営が
なされ記念事業への成功につなが
った。
親睦活動委員会：岩切委員長
会員間の友情と親睦を深める活動方針のもと、月一回の
親睦会を実施、40 周年記念事業ではたくさんのご婦人の
参加が得られた。炉辺会合については、クラブ研修委員
会と連携して、研修の一環とて、委員会ごとの小グルー
プでの炉辺会合で、研修と親睦を図ると、会員の意識向
上会員間の意識高揚につながるのではないか！
出席委員会：石井委員長
クラブ管理委員会の連携を高め出席率の向上を図る活動
方針のもと、100％出席を達成し、40 周年記念事業で
は、たくさんのご婦人方の出席があったのは高い評価が
できたのでは！
クラブ研修委員会：福岡委員長
ロータリーの綱領・目的を伝えるための、月一回の情報
研修の活動の下、新入会員の育成や、関連委員会との連
携で、会員間の親睦の中、ロータリー知識の高揚がはか
られた。

今後の、クラブ管理運営員会が、もっと活性化すれ
ば、会員のロータリーに対する意識が高まり、ロータリ
ーの原点である奉仕欲が高まり、財団や米山への寄付の
増加や、積極的な会員増強、会員自らの情報発信広報活
動で地域の理解が高まり、地域な中での高鍋ロータリー
クラブ発展につながるのではないかと、期待したい。
○出席委員会
委員長
石井秀隣君
副委員長 向山健一君
委員
長友英親君
出席委員会は少数精鋭で事に
当たってきました。
① 23 年ぶりにホーム出席率
100％を実現しました。
② 記録によれば、同一年の中でホーム出席率 100％と
修正出席率 100％を実現した年は見当たらないそう
で、もしかしたら発足以来 40 年振りのことかも知れ
ません。
③ 年間平均出席率も 86％を超えましたし、100％出席
会員も 27 名でした。
改めて会員の皆様の意識の高さに敬意を表します。
一年間ありがとうございました。
○広報雑誌ＩＴ委員会
委員長 緒方郁男君
当委員会は、私と副委員長に道
北さん、委員に曽我部君の３人
で、年度方針である、
『 ロータリ
ーに関する情報を一般の人々に
伝えるために、メディア、ＩＴを
用いた広報活動を積極的に行い、
クラブに対する公共イメージの
向上に努める』の達成に向けて、
１年間取り組んで参りました。
先ず、７月に長年の懸案事項でありましたホームベー
ジのリニューアルを行い、使い勝手が良く見やすいよう
にしました。
特に本年度は、福岡君の協力を得て「Facebook」を始め
ることができ、情報の発信に活用しています。登録がまだ
の人は、是非登録して当クラブのほか、他の方々と交流し
て頂きたいと思います。
又、ホームベージでは『前会長幹事慰労会＆夜間例会』、
『髙鍋大師での観月会』、『ロータリーカップミニラグビ
ー大会』の記事をアップしましたが、その他の活動記事を
載せることが出来なかった点と、会報委員会等他の委員
会との連携が取れていなかったことは反省材料です。
その他、毎月の雑誌紹介では出来るだけ詳しく内容を
伝え、ロータリー情報を発信してきたつもりです。

○クラブ会報委員会
委員長 坂田師通君
クラブ会報委員会は、委員長の
坂田、副委員長の清水一彦君、委
員の森本直樹君の３名で構成し、
活動を行ってまいりました。
40 周年記念の年であり、親睦に
役立つ記事をたくさん掲載する予
定でしたが、結果的に例会の記事
を掲載する範囲で終了いたしました。
大変反省しているところです。次期の委員会には，期
待しております。

クラブ広報 木浦君

プログラブ 長谷川君

次年度親睦委員長 桑野君

例会変更＝夜間例会
日 時
場 所

平成 28 年 6 月 30 日（木）
例会点鐘 18：30～
ホテル泉屋 2 階

会長幹事慰労会及び新年度親睦会
日 時
場 所
会 費

平成 28 年 6 月 30 日
例会終了後 19：00～
花いちもんめ
3,500 円（飲み放題コース）

会長・幹事慰労ボーリング大会
日 時
場 所
参加費

平成 28 年 6 月 30 日（木）
15：30～
西都ヤングボール
2,000 円

